
氏名 技能検定職種
１ 冨田造園 新潟県 冨田　昌希 造園 【認定製品等:造園、植物装飾】

　造園施工管理、住宅、店舗、イベントなどの植物を
使った装飾

２ 株式会社　谷本石材 三重県 谷本　雅一 石材施工 【認定製品等:石塔】
　永代供養塔(宝塔)、宝筺印塔、五輪塔、蹲踞、燈
籠、手水鉢

３ 有限会社　諸橋建築 新潟県 落合　忠司 建築大工
枠組壁建築

【認定製品等:木造在来工法の建築物（木造住宅）】
　国産材、構造材、化粧材を使用した建築物（木造住
宅）

伊島　盛展 建築大工

4 株式会社　一口建設 熊本県 一口　主税 建築大工 【認定製品等:一般注文住宅】
　木造のつぎ手と仕口を使った伝統建築の技を駆使
した日本家屋の住宅をはじめ現代の生活様式に合
わせ、施工したモデルルーム(木造)・一般住宅

5 株式会社　杉本商事 埼玉県 杉本　直樹 かわらぶき 【認定製品等:かわらぶき屋根】
　主に三州地域を産地とした「かわら」を使用した屋
根工事及び修繕等で既存の「かわら」を再利用した復
元工事

6 石塚屋根工事店 新潟県 石塚　新一 かわらぶき

石塚　静雄

石塚　渉

石塚　博範

7 有限会社　中野セメント製品工
場

長野県 宮崎　博文 かわらぶき

服部　仁

佐藤　晃彦

竹内　一也

8 柳昌建設　株式会社 石川県 柳谷　一也 とび 【認定製品等:足場工事】
　建設現場の足場工事

9 有限会社　栗栖工業 山口県 大和田　実 とび

白石　亮

椙田　拓也

吉本　翔

大沼　寛記

10 有限会社　栗栖工業 山口県 芝田　收 とび

平　保昭

槇　秀太

山本　真由

福井　真生

宮本　凌

飛渡　和良

山本　博史

【認定製品等:瓦屋根、神社仏閣屋根】
　新築住宅の新瓦の施工、古瓦の葺き替え、神社仏
閣の特殊瓦の施工、本葺き瓦の施工

【認定製品等:プラント工事でのファステックを使用した
鋼管足場仮設工事】
　プラント工事での次世代足場ファステックを使用した
鋼管足場仮設工事

【認定製品等:鉄道関連工事でのファステック、クイッ
クデッキを使用した鋼管足場仮設工事】
  ファステック、クイックデッキを使用した鉄道関連工
事の鋼管足場仮設工事

【認定製品等:かわらぶき屋根】
　災害に強い瓦屋根工法「瓦屋根標準設計、施工ガ
イドライン」に基づき耐震、耐風、耐雪工法で施工した
かわらぶき屋根
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11 有限会社　栗栖工業 山口県 大野　学 とび

河村　梓

渡部　和樹

濱村　宏伸

大海　怜央

12 有限会社　栗栖工業 山口県 田中　教之 とび

村川　孝義

村野　保弘

松宮　伸治

中尾　和貴

飯塚　紀彦

井原　誉弘

河内　博

13 有限会社　栗栖工業 山口県 河村　佑 とび

佐々木　辰也

村田　秀彦

高橋　哲也

河村　芳彦

14 有限会社　金澤タイル工業所 東京都 金澤　徳久 タイル張り

金澤　久雄

15 柳昌建設　株式会社 石川県 阿部　敏樹 型枠施工

福島　敏道

坪坂　秀樹

山本　正人

幸山　和樹

青木　啓和

16 株式会社　Ｍａｘ. Ｐｒｏ. Ｓｅａｌ 東京都 宮本　衛 防水施工 【認定製品等:防水工事】
　防水材・シーリング材・接着剤等の下地から行う防
水処理の一般施工及び特殊施工

17 株式会社　鈴木乃防水耐火板 東京都 鈴木　崇浩 防水施工

加藤　健二

18 シュエット　ジャパン 愛媛県 西下　武則 樹脂接着剤注入施
工
塗装

【認定製品等:塗装製品（内外装装飾品)】
　壁面塗装(室内外)やそれら造成による空間を感性
豊かなものに演出する塗装内外装装飾品

19 山下内装 東京都 山下　真二 内装仕上げ施工 【認定製品等:内装床材の施工】
　Ｐタイル、塩ビタイル、長尺シート等の各種塩ビ系内
装床材の施工

【認定製品等:タイル張り施工】
　個人住宅や一般建築における内外装・壁・床タイル
張り、外構・玄関・門扉等のタイル張り施工

【認定製品等:公共工事でのファステックを使用した鋼
管足場仮設工事】
　公共工事での次世代足場ファステックを使用した鋼
管足場仮設工事

【認定製品等:公共工事でのクイックデッキを使用した
足場仮設工事】
　公共工事でのシステム吊り足場クイックデッキを使
用した足場仮設工事

【認定製品等:橋梁架設工事】
　橋梁架設工事

【認定製品等:型枠工事】
　材料を拾い出し、原寸加工、スミ出し、建込、コンク
リート打設、型枠解体、そして完成といった手順で施
工するコンクリート建造物の施工

【認定製品等:ウレタンゴム系塗膜防水工事】
　液体状のウレタン樹脂を床面に厚めに塗り広げて
乾燥させ防水膜をつくる防水工法で防水施工をした
屋上やベランダ
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20 有限会社　エンドウ建装 東京都 遠藤　利満 内装仕上げ施工 【認定製品等:カーペット等の床材施工】
　カーペット床材の施工

21 岡村建装 東京都 岡村　修勉 内装仕上げ施工 【認定製品等:無垢及び複合材等の木質床施工】
　無垢及び複合木質床材の接着剤や釘等による床
貼り施工

22 ニシザキ工芸株式会社 東京都 目黒　大祐 塗装

石澤　友美

小池　忠由

23 山口正右衛門窯 長崎県 山口　正美 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、壺、湯呑、茶碗、皿等の陶磁器製品

24 光雲窯 長崎県 𫝆村　隆光 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、壺、湯呑、茶碗、皿等の陶磁器製品

25 義窯 長崎県 速見　義德 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、壺、湯呑、茶碗、皿類、コーヒーカップ、ソー
サー等の陶磁器製品

26 青以窯 長崎県 竹ノ下　左千夫 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、壺、湯呑、茶碗、皿等の陶磁器製品

27 ろくろ工房　平尾 長崎県 平尾　正美 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、壺、湯呑、茶碗、皿等の陶磁器製品

28 治甫窯 長崎県 立井　清人 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花瓶、壺、茶碗、湯呑、皿、カップ等の陶磁器製品

29 千彩工房 長崎県 吉川　千代子 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　徳利、湯呑、皿、コーヒー碗、抹茶碗

【認定製品等:木工塗装を施した木製建具、建具、建
築部材】
　最終仕上げである木工塗装を施し特別注文で製作
される家具や建具、建築部材等
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30 有限会社  菊祥陶器 長崎県 木下　勝子 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　湯呑、花器、コーヒーカップ＆ソーサー、コップ、マグ
カップ、皿、茶碗等

31 有限会社  平戸洸祥団右ヱ門
窯

長崎県 中里　一郎 陶磁器製造 【認定製品等:陶磁器製品】
　花器、湯呑、茶碗、皿、酒器、美術品等の陶磁器製
品

32 有限会社　北辰工業所 富山県 定塚　康宏 金属溶解
鋳造

【認定製品等:高級料理道具の「銅鍋」】
  美しい鋳肌をもつ現代ライフスタイルに調和する高
級料理道具の「鍋物」。伝統的地場産業、高岡銅器
での砂型鋳物製品で、熱伝統率の良く曲線美の「銅
鍋」

33 株式会社　竹内型材研究所 神奈川県 叶　俊輔 機械加工

廣川　和久

34 赤田工業　株式会社 長野県 窪田　友和 機械加工

飯島　伸幸

平林　祐紀

後藤　麦

小池　正徳 鉄工

北條　順也 機械検査

35 赤田工業　株式会社 長野県 渡辺　朋岳 機械加工

畠中　博史

中山　善雄 鉄工

北條　順也 機械検査

36 赤田工業　株式会社 長野県 宮下　英男 機械加工

小池　正徳 鉄工

北條　順也 機械検査

37 赤田工業　株式会社 長野県 渡辺　朋岳 機械加工

宮入　仁

北條　順也 機械検査

38 合資会社　パン物語 熊本県 松本　久美子 パン製造 【認定製品等:パン】
　米ぬかや甘酒を使用した無添加のパン製品（品名
NUKKA）等の天然酵母を使用した無添加のパン

【認定製品等:ｅスポーツ向けの金属製マウスパッド】
　平面研削の技術を使い高硬度熱処理材をＪＩＳ1級
～2級程度の平面精度に仕上げ、センサーとの距離
を一定化し、異なった滑り性と止め性に変化させてい
るｅスポーツ競技用のマウスパッド（ブランド名：ＮＩＮＪ
Ａ　ＲＡＴＭＡＴ）

【認定製品等:真空チャンバー】
　マシニングセンタ等による機械加工と溶接加工の技
能を駆使した電子顕微鏡や半導体製造装置に使わ
れる半規格化しセミオーダーで受注を可能にした真
空チャンパー。

【認定製品等:真空タンク】
　マシニングセンタ等による機械加工と溶接加工の技
能を駆使した電子顕微鏡や半導体製造装置に使わ
れる半規格化しセミオーダーで受注を可能にした真
空タンク。

【認定製品等:フレーム（装置搭載する架台)】
　真空タンク、真空チャンバー、真空ポンプ等を搭載
し１つの装置として構成させるための半規格化しセミ
オーダーで受注を可能にしたフレーム（装置搭載する
架台）。

【認定製品等:フランジ】
　高真空対応の各種フランジと、そのJIS規格品に追
加加工を行った特殊フランジ
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橋本　直子 【認定製品等:洋菓子、和菓子】
　ウェディングケーキやデコレーションケーキに飾った
り、そのものを記念に飾るための手作りの砂糖ででき
た花、人形などの工芸作品や上和生菓子

隅田　和男

40 株式会社　扇屋 千葉県 坪田　知之 菓子製造 【認定製品等:和菓子（上生菓子及び焼菓子）】
　日本の四季や花鳥風月に拘り、厳選した原料を吟
味し、餡は北海道の生小豆から自家製造したものを
使用した上生菓子。地元、千葉県や船橋市産の原材
料（小麦、梨等）の使用を心がけ地元の特産や行事
をモチーフとした焼菓子。「梨の里、三番瀬最中、ば
か面おどり、枇杷の実」等。

41 株式会社　盛栄堂 千葉県 長谷川　浩司 菓子製造 【認定製品等:和菓子（和生菓子）】
　最高級品種「大納言小豆」を使用し、南房総の名産
を日持ちがする和菓子で再現した「さざえ最中」、黒
糖饅頭をクジラ型に成形し、その後高温の油でカリッ
となるように揚げて製作する「くじらあげまん」等地元
の名産・名物を表した和菓子

42 リブレ食品株式会社 東京都 一杉　卓司 菓子製造 【認定製品等:和菓子（焼き菓子）】
　自家製白こし餡、小豆粒餡を包んだ永福という名の
まんじゅう（2種）、自家製小倉餡を挟んだどら焼き

43 新宿　栄光堂 東京都 片岡　義雄 菓子製造 【認定製品等:和菓子（餅菓子及び焼菓子及び上生菓
子）】
　餅菓子は赤えんどう豆入りのもちで北海小豆粒あ
んを包んで製作する豆大福、焼菓子は丸く焼いた焼
皮２枚で北海小豆粒あんを挟んで製作するどら焼き、
上生菓子は上用ねりきりで北海小豆こしあんを包ん
だねりきり製ハサミ菊

44 日本橋日月堂 東京都 安西　雅希 菓子製造 【認定製品等:和菓子（オーダーメイド上生菓子・小さ
なはさみ菊・餅菓子・焼き菓子・オーダーメイド和菓子
ケーキ）】
　原材料を吟味しあんずをたっぷり用いた杏生大福、
食べやすいサイズの煉切り製の小さな鋏菊、ふんわ
りカステラ生地で、高級生クリームと北海道産あずき
を使用したこだわりの生どら焼き等

45 株式会社　菊廼舎本店 東京都 井田　裕二 菓子製造 【認定製品等:和菓子（小麦まんじゅう・焼き菓子）】
　小麦饅頭にマカダミアナッツをまぶし、カラリと揚げ
た「マカダミアナッツ揚げまんじゅう」
　日本全国の郷土菓子を参考にし、可愛らしく仕上げ
た「冨貴寄」

46 たい焼き工房　土九 石川県 土本　勝洋 菓子製造 【認定製品等:和菓子(焼菓子、餅菓子、饅頭等)】
　金沢たい焼き（粒餡）、りんごカスタード、五郎島金
時、能登大納言＆白玉入り抹茶クリーム、アイス入り
たい焼き、土九の芋ようかん、いちご大福等

47 河田秀正堂 岐阜県 河田　正樹 菓子製造 【認定製品等:和菓子】
　厳選した地元の食材を用いて製作した生菓子（「上
生菓子」「くりきんとん」）、焼菓子（「鮎」「さと山」「くる
み饅頭」「くり饅頭」「栗どら」）、創作流しもの・蒸し菓
子（「くるみゆべし」）

48 井口製菓舗 愛知県 井口　太宏 菓子製造

井口　友志

49 株式会社　ハトヤ瑞鳳閣
(洋菓子のバイカル)

京都府 竹田　嘉信 菓子製造

新家　享

青山　隆一

長江　ルミ子

39 有限会社　ステラ・マリス 北海道 菓子製造

【認定製品等:和菓子（焼き菓子）】
　愛知県産の小麦粉イワイノダイチを使用し、ほんの
りとしたシナモンの香りをさせシフォンケーキの様に
ふわっと焼いたカステラの中に北海道産の小豆、白
小豆を使用し柔らかく炊き上げたこし餡と白あんを絞
り込んで製作する花形の焼菓子

【認定製品等:洋菓子（乳菓・焼菓子）】
　乳菓は、牛乳にバター、生クリームや練乳を練り込
んだなめらかなミルククリーム餡を、柔らかな生地で
包み込んだ「月水鏡」とほろ苦い抹茶の生地で包み
込んだ「月水鏡　宇治抹茶金時」
　焼菓子はチョコレートの割合が多い生地を型に流し
込んで焼き上げた「しっとり祇園石畳」、エクアドル産
カカオを使用したショコラと和束町の抹茶を使用した
抹茶焼菓子。
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50 ベーカリ―・スイーツ・カフェ　ス
ズ屋

奈良県 上田　好孝 菓子製造 【認定製品等:洋菓子（洋生菓子）】
　奈良県特産イチゴ（アスカルビー）を使用したタルト
「アスカルビータルト」及びロールケーキ「アスカル
ビーロール」

51 株式会社　mike 広島県 三宅　崇 菓子製造 【認定製品等:洋菓子全般(生菓子・半生菓子・焼菓
子・お土産菓子・チョコレート）】
　生菓子（ケーキ）、半生菓子（プリン、ゼリー）、焼菓
子（タルト、パウンドケーキ類、クッキー類）、お土産菓
子（東広島の素材を使用したお菓子）、チョコレート
（ボンボンショコラ、チョコレート菓子等）

52 株式会社　お菓子の香梅 熊本県 河上　芳信 菓子製造

緒方　孝好

山口　和裕

鶴田　清也

中村　光宏

本山　あゆみ

野田　和美

緒方　公一

中川　忠

緒方　美奈

53 株式会社　お菓子の香梅 熊本県 恒松　義浩 菓子製造 【認定製品等:洋菓子】
　洋菓子全般（生菓子・半生菓子・干菓子）

54 有限会社 DADDIKU fashion 北海道 畑　育実 婦人子供服製造 【認定製品等:婦人服、子供服、小物】
　ベビー服、子供服、コート、ジャケット、ワンピース、
スカート、パンツ、ブラウス、シャツ、帽子、ネクタイ、ド
レス、コスプレ衣裳、バッグ、ペット服、服飾雑貨等

55 酒井啓子洋裁教室 石川県 酒井　啓子 婦人子供服製造

西村　春枝

木多　美樹子

56 札幌　和しごと・手しごと 北海道 山口　しずか 和裁 【認定製品等:和服】
　着用する方の寸法に合わせて縫製・加工した和服
等

57 澁谷和裁所 宮城県 澁谷　みよ子 和裁 【認定製品等:和服全般(振り袖)】
　見た目をより美しくするため、袖口、裾には少々綿
を含ませ袖丸みのあたりが出ないように工夫し、身
巾、身丈はかぶらないよう縫製に細心の注意を払
い、脇、衽の所の柄合せは柄と柄がずれないように
仕立てる振袖

【認定製品等:和菓子全般（生菓子・半生菓子・干菓
子）】
　生菓子・半生菓子・干菓子（餅物、蒸し物、焼き物、
流し物、練り物、揚げ物、餡物、おか物、打ち物、押し
物、掛け物、飴物）等

【認定製品等:注文婦人服】
　タウンウエア、ドレス（洋服リメイクも含む）、着物（和
服）をリメイクしたドレススーツ、ブラウス等
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58 愛針和裁 石川県 浅野　小菊 和裁 【認定製品等:和服（振袖、訪問着、コート、舞台衣装
等）】
　採寸、裁断、縫製作業を行い仕上げた振袖、訪問
着、コート、舞台衣装等

59 廣瀬和裁 岐阜県 広瀬　正彦 和裁

広瀬　峰代

金子　ゆう

60 株式会社　和泉屋製綿所 東京都 𠮷川　貞治 寝具製作

熱方　勉

内田　真弓

61 菅野建具店 山形県 菅野　政司 機械木工
家具製作
建具製作

【認定製品等:伝統建具及び手作り家具】
　擦り上げ障子戸等の建具及び家具

62 ナカヤマ木工 佐賀県 中山　隆博 家具製作 【認定製品等:家具】
　素材にウオールナットやブラックチエリー等、無垢材
にこだわり１人の職人が加工から塗装まで総てを行
う、1人～3人掛けのソファー

63 小田桐建具店 青森県 小田桐　憲一 家具製作
建具製作

【認定製品等:サウナ用椅子】
　青森ひばを用いた温泉施設サウナ用の椅子

64 もく工房 愛媛県 前田　清幸 家具製作
建具製作

【認定製品等:木製建具、木製家具　イス、テーブル、
小物入れ等】
　木製建具: 組子の材料を丸く加工して衝立・屏風に
組み込む。
  木製建具: 椅子、その他に曲線を活かしている。

65 佐藤建具・ふすま店 鹿児島県 佐藤　隆洋 建具製作 【認定製品等:無双障子（通風障子）】
　無双障子とは、無双窓(小障子)が付いた二重構造
になった障子で、夏には通気性、冬には気密性の良
い障子として使用でき、プライバシーを守りながら適
度に人の気配も感じることができる日本古来の優れ
ものの建具。本製品は、本来の目的に加え、小障子
を開けると市松模様柄となるデザイン性を兼ねた障
子「通風障子」。

66 嵩原木工所 沖縄県 嵩原　秀明 家具製作
建具製作

【認定製品等:家具、建具】
　お客様の依頼により手加工にて製作する棚、本立
て、テーブル、椅子等の家具
　お客様の依頼により手加工にて製作するドア、玄
関、仏具、障子等の建具

67 伊藤建具製作所 山形県 伊藤　曻 建具製作 【認定製品等:緻密な伝統組子を取り込んだ建具、木
工芸品等】
　行灯、扉、衝立等の生活用具から建築空間に必要
な建具

【認定製品等:和服】
　採寸、裁断、縫製作業を行って仕上げた誂え和服
製品（舞・芸子用着物、羽織、コート、帯、児裁、男物
和服、裃等）、オリジナルリメイクした和服製品

【認定製品等:寝具（掛布団、敷布団、座布団）】
　製綿された綿花をそれぞれのサイズに合わせて測
生地に入れ寝ごこちや耐久性を高める為に作業をし
製作する掛布団、敷布団、座布団。
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68 ますらお工房 埼玉県 根岸　𠀋夫 建具製作 【認定製品等:木製名刺入れ】
　建具の端材を使用して製作した名刺入れ

69 建具の遠藤 石川県 遠藤　毅 建具製作

遠藤　外数

70 赤坂建具工芸 石川県 赤坂　敏昭 建具製作 【認定製品等:キリコ】
　能登地方に伝わるキリコのミニチュアを石川県木
（能登ひば・档）で作製した能登キリコ。

71 有限会社　和仁建具店 岐阜県 和仁　幹雄 建具製作 【認定製品等:千鳥格子で組み上げた照明器具、ト
レー等の木製工芸品】
　素材を厳選した上で千鳥格子をより美しく表現し、
立体的かつ優雅に加工した照明器具、トレー等の木
製工芸品

72 有限会社 日新建具 愛媛県 清家　義隆 建具製作 【認定製品等:木製建具一般、組子細工】
　組子細工を使い製作した室内硝子戸、障子戸、開
きドア、工芸組子細工、衝立

73 大森畳店　合同会社 岩手県 山口　正樹 畳製作

小松　正憲

74 有限会社　浜尾畳商店 福島県 浜尾　一美 畳製作 【認定製品等:紋縁畳、拝敷、八重畳、縁無畳、置き畳
等、畳を活用した小物（ティッシュケース、バッグ）】
　 稲わらの本床畳を使用した新畳や素材を考え使用
した表替え
　伝統を守りながら作る紋縁畳、拝敷、八重畳等の有
職畳
　住環境に合う機能性、デザイン性を活かした縁無
畳、置き畳、畳縁バッグ、小物等

75 畳ヤマギシ本店 埼玉県 山岸　功治 畳製作

井原　正樹

76 柿沼畳店 埼玉県 柿沼　日出美 畳製作 【認定製品等:畳全般（新畳、表替え、裏返し、縁無し
畳、有職畳等）】
　新畳、畳表替え、裏返し、縁無し畳、有職畳、畳工
芸品等

77 熊木畳本店 埼玉県 熊木　義雄 畳製作

熊木　義幸

78 髙橋畳店 東京都 髙橋　正之 畳製作 【認定製品等:畳（畳新規・表替え等）】
　畳新規・表替え等

【認定製品等:木製建具、木工工芸品】
　伝統的組子加工、あらゆる技法によるオーダーメイ
ドの建具及び行灯、衝立、屏風等、木製工芸品

【認定製品等:畳（縁付畳、縁なし畳、特殊畳、畳小物
等工芸品）】
　採寸、製作、敷き込までの工程を一貫して行い仕上
げた畳（新畳、表替、寺院用特殊畳）、畳小物等工芸
品

【認定製品等:有識畳（八重畳及び茵）、置き畳等の畳
製品】
　神様の御霊を奉安される調度品として使われる有
職畳
　折りたたみでき収納に便利なフローリング用置き畳
等の畳製品

【認定製品等:畳全般（縁付き畳、縁なし畳等）、畳小
物等】
　い草又は工業表を使用し畳床(稲わら床・建材床）
に縫着し製作する畳。畳の材料（畳表・畳縁）を使用
して作った畳パスケース、畳縁コインケース、畳スマ
ホケース等の畳小物
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79 大倉畳店 東京都 大倉　哲治 畳製作 【認定製品等:畳】
　畳とは、和室の床に敷く床材のことをさします。畳
は、畳床、畳表、畳縁と、いたってシンプルな構造で
できています。

80 葉本畳店 東京都 葉本　裕紀 畳製作 【認定製品等:畳、有職畳】
　一般的な畳からお茶室までの畳敷き、縁無し畳(上
敷等） 寺社仏閣畳、各種工芸畳、畳縁小物等

81 加藤畳店 神奈川県 加藤　浩 畳製作 【認定製品等:畳、畳小物、縁小物】
　採寸・切断・縫着まで一貫して仕上げた畳、畳表と
畳縁を組み合わせたバッグ類や小物入れ、畳マスク
等の製品

82 内藤畳店 神奈川県 内藤　隆志 畳製作 【認定製品等:畳製品全般（新畳、表替、ペット用畳、
い草消臭剤等の小物）】
　採寸、裁断、縫着作業まで仕上げた畳製品。ペット
用畳である「わんにゃんスマイル畳」は独自の加工を
施したもの。「い草消臭剤」等の小物は時代のニーズ
に合わせつつ、畳を後世に伝える身近なものとして感
じてもらえるようなｔａｔａｍｉ製品。

83 やまや畳店 石川県 山谷　禎雅 畳製作 【認定製品等:畳(新畳及び表替え)、畳縁雑貨等】
　各作業を一貫して行う仕上げ新畳表替え等の製
品、オリジナル畳縁を仕様した新畳、表替え、畳縁雑
貨等

84 インテリア今尾製畳店 岐阜県 今尾　茂樹 畳製作 【認定製品等:畳】
　材料選びから採寸・製作まで一貫して仕上げた畳
製品（新畳・表替・紋ベリ畳・ヘリなし畳・創作畳）

85 神田たたみ店 滋賀県 神田　剛史 畳製作

神田　泰男

86 荒川製畳所 山口県 荒川　有三 畳製作

高橋　裕一郎

87 有限会社　イシダ 山口県 石田　昭典 畳製作

石田　真吾

庄村　晃一

三谷　登

石田　紀昭

88 前田たたみ屋 佐賀県 前田　安一 畳製作

前田　純次

89 株式会社 橋本嘉太郎商店 長崎県 橋本　和幸 畳製作 【認定製品等:畳全般及び畳縁を利用した小物製品】
　畳全般(縁付き畳、半帖縁無し畳等）及び畳縁を利
用した小物製品（スマホケース、枕等）

【認定製品等:畳】
　イ草を使用した「天然畳」や、モダンな雰囲気を演出
する「縁なし畳」、畳の快適性を手軽に楽しめる「置き
畳」など、お部屋や用途に合わせて選べる畳や畳表
を使ったオリジナル小物。

【認定製品等:畳】
　畳床に畳表を張り縫い付け、畳縁を縫い付ける畳

【認定製品等:畳】
　手縫い畳床、縁無し畳(四ツ板仕様)、数寄屋畳、御
道具畳等

【認定製品等:畳】
　創作畳（平面体、立体）、和紙及び樹脂畳表を基本
に縁有り畳並びに縁無し畳、有職畳（中紋白１畳
物）、畳表：備後綿麻、畳床：ワラ特級棕櫚裏等
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90 丸山畳店 宮崎県 丸山　雅光 畳製作

丸山　敏弘

91 山下内装 東京都 山下　真二 表装 【認定製品等:紙・ビニール・布等の壁装材の施工】
　紙・和紙・布等の壁紙を張り付ける壁装施工

92 岡村建装 東京都 岡村　修勉 表装 【認定製品等:布・紙・ビニール等の壁装施工】
　布・紙・ビニール等の壁装材の一般・特殊工法によ
る壁装施工

93 有限会社　エンドウ建装 東京都 遠藤　利満 表装 【認定製品等:塩ビ、紙、布、フリース等の壁装施工】
　塩ビ、紙、布、フリース等の壁装材の一般・特殊工
法による施工

94 有限会社  勇進堂 愛媛県 川口　誠 時計修理 【認定製品等:時計修理】
　時計修理サービス(オーバーホールメンテナンス・電
池交換・バンド調整）

95 貴金属工房　竹村 北海道 竹村　信幸 貴金属装身具製作 【認定製品等:宝飾品】
　リング、ペンダント、ピアス、イヤリング、ピンブロー
チ、帯留、髪飾等、地金からパーツを作り、組立、石
留、仕上げ等完成まで行う宝飾品

96 アトリエ Provi 北海道 佐藤　俊康 貴金属装身具製作 【認定製品等:貴金属装身具】
　お守り（商品名：幸せにかえる(金属・貴金属製のカ
エル)）、ペンダントやリング等のアクセサリー

97 有限会社　コンプリート 東京都 三塚　晴司 貴金属装身具製作 【認定製品等:貴金属装身具】
　手作の宝飾品

98 ジュエリースタジオタケナカ 岐阜県 竹中　新司 貴金属装身具製作 【認定製品等:リング、ペンダント、ピアス、ブレスレット
等の貴金属装身具】
　オーダーメイド及びリフォーム、リモデルによって、
デザインから素材の厳選、製作まで一貫して行ったリ
ング、ペンダント、ピアス、ブレスレット等の貴金属装
身具

99 Ｍｉｙａｂｉ Style 愛媛県 藤岡　幹士 貴金属装身具製作 【認定製品等:ライトジュエリー】
　オリジナルアクセサリー。低価格でアレルギーの出
にくい14kGF（ゴールドフィルド）と天然宝石から一点
一点手作りしたライトジュエリー

【認定製品等:畳】
　採寸、割付、裁断、縫着、敷込作業を一貫して関与
し行う畳
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100 ジュエリー　セントベル 愛媛県 高井　広之 貴金属装身具製作 【認定製品等:ジュエリー全般】
　職人がデザインから細かく打合せ、丁寧に作り上げ
るオリジナルジュエリー（リング、ペンダント、ブロー
チ、イヤリング、ピアス、タイピン、ブレスレット、ティア
ラ等）

101 １ MIND JEWELRY 沖縄県 久場　啓司 貴金属装身具製作 【認定製品等:貴金属装身具】
　指輪、ネックレス、ペンダント、貴金属装飾品等

102 株式会社　竹内印房 北海道 竹内　誠裕 印章彫刻 【認定製品等:印章】
　手彫り・手仕げした印章（実印・銀行印・認印・法人
代表者印、角印、割印、落款印）

103 フタバ 埼玉県 南雲　利行 印章彫刻 【認定製品等:印章・ゴム印】
　全て手作業で彫り上げる印章・ゴム印

104 京や印房 東京都 田淵　真司 印章彫刻 【認定製品等:手彫りゴム印】
　雁皮紙(がんがし)に文字を書き彫刻用ゴム板に転
写し、文字の周囲に切り込みを入れ文字以外の部分
をある程度の深さに浚い取り製作する「手彫りゴム
印」

105 奥村三光堂 東京都 奥村　幸男 印章彫刻 【認定製品等:印章(オリジナル書体)】
　オリジナル書体を用いて彫刻した印章、オーダーメ
イド印章

106 有限会社　佐野印房 東京都 牧野　敬宏 印章彫刻 【認定製品等:印鑑、印章木口彫刻全般】
　実印、銀行印、認印、代表者印、訂正印、社印、顧
客の希望する書体を選定・作成した印章

107 武井印鋪 神奈川県 武井　良雄 印章彫刻 【認定製品等:印章（印鑑）】
　印章（実印、銀行印、認印、法人印、ゴム印）

108 大洋堂印房 神奈川県 大橋　和正 印章彫刻 【認定製品等:印章（印鑑）】
　印章（実印、銀行印、認印、法人印）

109 盛光堂印店 岐阜県 盛光　裕一 印章彫刻 【認定製品等:印章（印鑑）】
　テン書辞典等を参考に確認し、印面の構成及び緻
密な彫刻によって製作したオーダーメイドの各種印鑑

110 有限会社　イソダ写真館 岡山県 磯田　眞弘 写真 【認定製品等:写真撮影（人物全般）】
　婚礼アルバム、年間記念写真
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111 山田清掃　有限会社 三重県 平川　学 産業洗浄 【認定製品等:産業洗浄(高圧洗浄作業)】
　公共下水道の洗浄に使用する4ｔ高圧洗浄車、店舗
や宅内の汚水管の洗浄に使用する軽車両高圧洗浄
車、ビルや室内の配管洗浄に使用するハンディ高圧
洗浄機を保有し多種多様な作業環境に対応した洗浄
業務を行っています。

112 フレッシュはな正　株式会社 新潟県 丸山　春江 フラワー装飾

大橋　久子

牛腸　敏惠

中西　美恵

坂田　由紀枝

今井　裕子

髙橋　珠美

113 花デザイン由樹 山口県 末永　有紀 フラワー装飾 【認定製品等:フラワーアレンジメント】
　注文によるフラワーアレンジメント、装花等

【認定製品等:フラワー装飾品】
　お客様の要望に合わせて作る花束・アレンジメント
等


